広報

ホームページバナー募集中！

令 和 元 年 7月

妖怪絵本の読み聞かせ

要申込

夏にぴったりの妖怪絵本を、親子で楽しみませんか？
プロの女優さんによる朗読やギター演奏、スクリーン
での映像など、ひと味ちがう読み聞かせをお届けしま
す。イベント終了後、なにわ淀川花火の観覧もできます。

8月10日（土） 18:30～19:30

（19:40～花火観覧 ※雨天等により中止の場合あり）
定 員 100名（先着）
料 金 子ども 500円、
大人 1,000円
申込・問合せ 東淀川区民会館
電話・来館

6379-0700

（東淡路1-4-53 4階）

夏休み「リサイクルの流れ見学会」
参加者募集 無料・要申込

場所

8月19日（月） 10:30～17:00 ※雨天決行
こうべ環境未来館 （兵庫県神戸市）区役所前

対象

区内在住の方 ※小学生以下は保護者同伴

費用

無料

定員

20名程度（多数抽選）

日時

7月3日（水）

10月18日（金）

つどいホール（淡路3-13-37）

10月11日（金）

12月6日（金）

東淀川区在宅サービスセンター

11月29日（金）

2月15日（土）

ピハーラこのみ園（菅原7-15-14） 2月7日（金）

定員

場所

※希望日を選んでください。

申込・ 東淀川区キャラバン・メイト連絡会事務局
問合せ （社会福祉協議会内）

6370-1630

東淀工場

ごみ焼却工場オープンデー

東淀川区で回収されたごみがどのように処理されてい
るのか、実際に見ていただけます。施設内でフリーマー
ケット、燃料電池自動車の展示も同時開催します。
日時

8月24日（土） 10:00～16:00（最終受付15:00）

出店者募集 定員：15店程度 ※多数抽選 出店料 無料
対象

東淀川区・都島区・淀川区・北区・旭区に在住・在学
の営利を目的としない方（未成年者だけの出店は不可）

出品物 家庭で不用となった品物に限る
申込・問合せ

（飲食物など出店できない品物もあり）

往復はがきに「住所・氏名・電話番号・年齢・出店する品目名」
を記入のうえ、大阪市・八尾市・松原市環境施設組合東淀工
場「出店係」（〒533-0003 南江口３-16-６）へ８月１５日（木）必着

6327-4541

その他
東淀川警察署で、心身を健やかに鍛えませんか？
男女問わず募集しています。
対 象 区内在住の小学3年生～中学生（小学2年生
以下は要相談） ※定員になり次第募集終了

4

ご意見・ご要望について

※中国自動車道・西宮名塩サービスエリア（予定）
で昼食休憩あり。昼食は各自自由・自己負担。

料金

19,000円～33,000円/枠・月額

発行部数 毎月59,500部
問合せ 広報 1階10番

4809-9683

6323-3511

ＨＰバナー広告も募集中！▲

その問題、専門家が一緒に考えます！ ★区役所で実施 ★予約制 ★一組30分以内
担当など

6325-1234

予約 ・問合せ

相談日・相談内容

弁護士による
法律相談 ★★★

7月 4日・11日・18日・25日（木）
8月 1日・8日・22日・29日（木）

税理士による
税務相談 ★★★

7月 2日・9日・16日・23日・30日（火）
●13:00〜16:00
8月 6日・20日・27日（火）

宅地建物取引士による
不動産相談 ★★★

7月 3日（水）

広聴相談 1階10番

●13:00〜17:00

4809-9683

ご予約は相談日当日の9:00 より
受付けます。（当日以外のご予約は
受付けておりません）

全日本不動産協会大阪府本部北支部

8月 7日（水） ●13:00〜16:00

賃貸・売買契約や相続、名義変更など不動産に関する相談

6373-1511（月〜金10:00〜16:00）

行政書士による相談

7月 10日（水） 8月はありません ●13:00〜16:00
官公署に提出する許認可や登録申請、遺言や相続などの相談

行政書士会相談受付

司法書士による相談

7月 17日（水） 8月 21日（水） ●13:00〜16:00
簡易裁判所における訴訟代理業務、債務整理などの相談

司法書士事務所

7月 24日（水） 8月 28日（水） ●13:00〜16:00

社会保険労務士事務所

7月 10日・24日（水） 8月 14日・28日（水）

大阪市地域就労支援センター

★★★
★★★

社会保険労務士
による相談 ★★★
就労相談

★★★

人権出張相談

★★

人権擁護委員による
人権相談
犯罪被害者等支援
のための総合相談

ひとり親家庭 ★★
サポーターによる相談
行政相談委員による
行政相談
★
花と緑の相談

★

6643-9903（月〜金10:00〜16:00）
0120-676-888（月〜金9:00〜18:00）
4800-8125（月〜金10:00〜17:00）

年金や労働問題、職場トラブルなどに関する相談
●9:15〜12:15（9:15～11:45は予約不要）
就労に関する情報提供・アドバイス・相談

0120-939-783

月〜金曜 ●9:00〜20:30
日・祝日 ●9:00〜17:00

人権啓発・相談センター

第1火曜 ●13:00〜15:30

大阪法務局人権擁護部第一課

6532-7830

（電話・ファックス・メールでも相談可）

6208-7619

毎週水・木・金曜 ●9:15〜17:30（祝日・年末年始を除く）
離婚を考えている方、養育費に関する相談
就業など、ひとり親家庭の自立に向けた相談

6942-1489

市民局人権企画課（市役所4階）

月〜金曜 ●9:00〜17:30（祝日・年末年始を除く）

7月 1日（月）

子育て・教育 2階25番

4809-9852

広聴相談 1階10番

8月 5日（月）

6202-7073

4809-9683

●14:00〜16:00（受付は15:30まで） 国の仕事やその手続き、サービスに対する意見・要望などの相談

7月 16日（火） 8月 20日（火） ●14:00〜15:30

サバンナ堆肥を進呈しています

無料・予約不要

定 員 40名

十三公園事務所

無料・要予約

6309-0008

※受付開始（17:30予定）までに来場された方で、
抽選により相談の順番を決定。以降、先着順。
※定員に達した時点で受付早期終了あり。

7月24日（水） 18:00～21:00（受付は20:00まで）
場 所 天王寺区民センター（天王寺区生玉寺町7-57） 問合せ 大阪市総合コールセンター
日時

日曜法律相談 ★

6531-0666

7830@osaka-jinken.net

場所：社会福祉法人水仙福祉会 水仙の家1階（小松1-12-10）

ナイター法律相談 ★

少年剣道・少年柔道練習生を募集

問合せ 東淀川警察署 少年係

詳細はこちら▲

サイズ 1枠：縦50mm×横126mm、
2枠（一括掲載の場合）：縦50mm×横252mm

専門家による各種相談日 ［ 7月1日～8月31日 ］

申込締切

各会場30名（先着）※定員超過の場合は連絡します

（菅原4-4-37）

抽選日 8月23日（金）

無料・秘密厳守

水仙の家（小松1-12-10）

14:00〜15:30

令和2年4月号

よりバスにて現地へ

（〒533-0006 上新庄1-2-20）

日時
7月6日（土）

（菅原4-4-37）

募集月 令和元年11月号～

申込・ 往復はがきに「参加者全員の氏名・年齢・代表者
問合せ の住所・電話番号」を記入のうえ、7月26日（金）

認知症の症状と治療・予防、認知症の方や家族への
接し方、認知症サポーターの役割、身近な相談窓口な
どについて学びます。 ※４日間とも同内容

14:00〜15:30

広報ひがしよどがわへ
広告を出しませんか？

リサイクル施設を見学し、分別の必要性やリサイクル
の流れを学びましょう。

認知症サポーター養成講座
参加者募集 無料・要申込

14:00〜15:30

検索

東淀川区密着の広告媒体！

消印有効 東北環境事業センター「見学会担当」

社会福祉協議会

14:00〜15:30

東淀川区 バナー広告

N o. 278

東淀川区民会館

日時

区役所ホームページに広告を
掲載しませんか？ 詳しくはこちら

4301-7285

定 員 各16名（電話予約要・先着順）

申 込 7月25日（木）・26日（金）
7月28日（日） 9:30～13:30
9:30～12:00
場 所 福島区役所（福島区大開1- 8-1）
問合せ
大阪市総合コールセンター
住吉区役所（住吉区南住吉3-15-55）
日時

市政・区政に対するご意見・ご要望は、広聴相談 1階10番
4809-9683
6327-1970
区役所正面玄関に、
「市政・区政へのアイデア 区長への提案・意見箱」を設置しています。

6208-8805（予約専用）
4301-7285

東淀川区 ご意見・ご要望

検索

